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In this study, we focus on human choice behavior, and develop a PSE (Problem Solving Environment) to 

realize a virtual experimental environment for choice behavior using computer systems. The proposed 
system provides subjects some information and a choice, and collects their responses as log data. The 
system also has a function that enables an experimenter to control the experiment he is taking. We apply 
two experiments that are designed by social scientists. Experimenters obtain results that each subject is 
affected from behaviors of others. In this paper, we show some key issues in development the proposed 
system to conduct virtual experiments for human choice behavior using computer systems. 
Key Words : problem solving environments, choice behavior, virtual experimental environment, web 
based system 

 

１．はじめに 

我々の暮らす社会における様々な現象を，定量的に解

明また説明する一つの手段が実験である．しかしながら，

社会現象実験を行うには，膨大な費用がかかることが多

く，簡便な実験研究のプラットフォームの構築が望まれ

る．人間行動の分析を目的とする実験研究を促進するに

は，特定の条件下での実験の結果データと，その分析結

果の蓄積が重要となる．このような実験では，実験の対

象が人間であるため，その意識や思考などが分析対象と

なっており，一般に実験の設計を行い得られたデータの

分析を行うまでに，多くの時間や費用が必要となる．こ

の解決策の一つが実験室における仮想実験である．本研

究では，シミュレーションではなく仮想的に創られた実

験を仮想実験と呼び，その実験の対象となる人を被験者，

実験を設計し実験を行う人，または実験補助者を実験者

と呼ぶこととする．実験室における人間行動を観察する

試みは社会学や心理学，経済学などで実施されているが，

多くの実験の記録は，被験者自身や実験者により，手作

業で記録されるものが多い．さらに，実験データをデジ

タルデータに変換することは，労力がかかる作業である．

近年では，ウェブアンケートシステムを用いることによ

り，直接デジタルデータの結果を取得する方法も考えら

れているが，ウェブアンケートの場合，被験者が自宅で

回答するなど，被験者の回答環境を統一できない場合が

多く，実験の回答に様々なノイズが入り込むことが懸念

される．そこで，被験者を実験室に集めて実施する実験

を支援する仮想実験システムの設計を行った．我々は計

算機を用いた仮想実験支援システムを設計するために，

経済学，政治学，心理学，工学の専門家らと議論した．

その結果，人間行動を観察するため，仮想的に設計した

条件下において，複数の被験者の行動を記録する環境が

あればよいというニーズが得られた． 
そこで本研究では，計算機上で選択行動のための仮想

実験を実現するため，実験者が設計した仮想環境を提供

する問題解決環境 (Problem Solving Environments, 以下，

PSE) を開発した．開発したPSEシステムは，実験者に代

わり，複数の被験者に対して次のことを行う．被験者へ

の選択行動に関する情報の提示，被験者の選択結果の収

集，収集データの統計処理，実験の進行状態や被験者の

回答状態の把握である．本システムは，計算機を利用し

て 実 験 者 が 想 定 し た シ ナ リ オ の GUI(Graphic User 
Interface)を被験者に対して自動生成することで仮想的に



 

実験を行う仮想実験環境を提供するPSEと位置づけてい

る． 
2節で社会学者らから得たニーズと仮想実験環境を実

現するために構成したシステムについて述べ，3節で本シ

ステムを用い，施設選択に関する2つの実験とその結果の

一例を示し，4節でシステムを利用した考察を述べ，最後

にまとめる． 

 
２．実験へのニーズとシステムの実現 

2．1 実験プロセスとニーズ 

社会実験やアンケート調査では，被験者に対して謝金

を支払う．これは，何らかの行動に対して，その代償と

して利益を得るという設定を前提条件としているためで

ある．このような条件下において，被験者の行動によっ

て，他の人と異なる利益が発生する状況が実現できれば，

社会現象として選択行動のデータを得ることができる．

行動経済学における施設選択実験の先行研究として，

我々はSelten1)による実験に着目した．このような実験の

難しさは，図1に示すように，実験の計画，被験者のリク

ルート，実験の記録，実験後のデータ処理に専門分野の

異なる多くのマンパワーが必要となることである．この

ため，研究本来の行動データの収集と分析を頻繁に実施

することが難しい． 

 

 

図 1 実験の流れ 
 

次に我々が着目した実験上の課題とその解決策を述べ

る．先に述べたように，実験中の被験者の行動記録は，

被験者本人または実験者によって記録されるため，被験

者の人数を少人数にせざるをえない，という実験実施上

の制約がある．これを計算機を用いて仮想実験を実施す

ることにより，この記録を自動的に行い，記録ミスや実

験時間の短縮を図る．さらに被験者それぞれの記録に対

し，施設選択の結果だけでなく，被験者それぞれの回答

時間が記録できれば，回答結果を主体とは異なる視点で

の分析できる可能が出てくる．最後に，デジタルデータ

として記録をとることで，実験後のデータ処理が迅速に

行えると予想できる．さらに，図1の*印で示すプロセス

を計算機上のシステムで実現できれば，被験者を変更し

て，同様の実験を繰り返し行うことが容易になる． 
2．2 システム概要 

仮想実験環境上で，被験者に施設選択を行ってもらう

ためには，現実的な施設選択の状況を再現する必要があ

る．例えば，被験者の選択した施設の混雑状況を被験者

への提示や，施設選択で空いている施設を選んだ際の報

酬の発生などの処理である．このため，他の被験者の行

動が，施設の混雑状況という全体の情報として反映され

るシステムを構築する必要がある．技術的には，全員の

回答後に，被験者へ与える情報を更新する仕組みや，そ

の情報を被験者に通知する仕組みが必要となった． 
次に，システムのユーザを定義する．システムを利用

し，回答者へ実験のための情報と回答方式を設計する実

験者をユーザとする．実験での被験者数は数名から百名

程度での実験が考えられたため，その数の被験者が個別

の計算機を利用して選択行動を行うことを想定した．よ

って，システムは，同じスペックの計算機がLAN(Local 
Area Network)環境で接続されている環境を想定した．こ

れらのことから，計算機が設置されている部屋の収容人

数によってシステムを柔軟に構築できるようにシステム

全体をWebベースのシステムとし，情報の受信と回答す

るためのGUIを被験者のWebブラウザ上のコンテンツと

した． 
実験を実施する際，柔軟なシステム構築が望まれたた

め，サーバの構成もポータビリティのあるものとした．

このため，被験者の行動をテキストベースで記録した．

この理由は，サーバに利用する計算機の管理者権限やデ

ータベースの権限がなくとも実験データの収集を可能に

するためである．システムは，図2に示すように，実験者

が設問や提供する情報と回答方法を示すGUI（以下，パ

ネルと呼ぶ）を設計し，実験のためのシナリオを組み込

むパネルモジュール，実験者が任意のタイミングでパネ

ルを送るコントローラ，パネルの配信と被験者の回答を

記録する挙動デーモンで構成した．これらの実現方法を

順に説明する． 
2．3 設問の配信コントロール 

実験で被験者へのパネルの同時配信は，Webベースで

Apacheを利用したため，擬似的なメッセージの配信を

PHPとJavascriptとそのライブラリであるjQuery2)を用い，

ポーリングを行うことで実現した．また，システムは

XAMPP3)を利用したことで，USB媒体で持ち運びできる

構成となった．このため実験で利用する計算機がある部

屋が変更した場合でも，柔軟にシステム構築をすること

ができる．送信するパネルは，あらかじめ実験者が指定

している内容を元に，挙動デーモンがHTMLとjavascript
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を被験者個別に出力する．このデータがクライアントの

ブラウザ上で図3に示すようなGUIとなり，そのGUIに表

示された選択のためのボタンを被験者が押すことで，被

験者は選択の回答を行う．また挙動デーモンは被験者ご

とにこの回答を記録し，情報の提供や報酬計算の際に記

録を参照する．  
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図 2 システムの概要図 

 

 
図 3 情報と選択を行う被験者用 GUI 

 
2．4 設問の配信と回答ログのモニタリング 

実験者が実験の進行を調整できるように，コントロー

ラを開発した．また，被験者すべての回答をユーザが回

答しているかどうかをチェックするために，モニタを開

発した（図4）．これにより，実験者は回答しているかま

たはしていないのかを確認することで，未回答者への対

応ができるようになった． 

 
３．適用事例と結果 

施設選択の実験の事例として，経済学と政治学の専門

家を実験者とした実験を行った．どちらの実験もLAN環

境で接続された研究室や演習室のPCを利用し，それぞれ

実験で異なる仮想実験環境を構築した．どちらの実験も，

実験者と被験者で同じ性能のPCを利用し，その1台を実

験者が用いるシステム用サーバ（図4）とした． 

 

 

図 4 回答ログモニタと設問通知用操作パネルの画面 

 
３．１ 施設選択実験Ⅰ 

この実験は，8人の被験者を対象とし，ATMなどの提

供されるサービスが同じ施設の選択（図5）を行った．選

択行動に対して報酬が与えられ，被験者は自身の利得最

大化を考え選択を行う．選択は2者択一の施設選択で，被

験者は報酬条件の異なるセッションを5回，各セッション

30回の選択を行った．各被験者に与えた情報は，報酬の

計算式，前回の回答，前回得た報酬，報酬の合計額であ

る．システム内では，被験者を2つのグループに分け，報

酬がセッションとグループにより異なるよう設定し，情

報のコントロールを行った．この実験の結果，被験者は

機会費用に関係なく施設選択を行うということ4)がわか

った． 

 

 
図 5 施設選択実験の風景１ 

 
３．２ 施設選択実験Ⅱ 

3.1の実験とは異なり，より多人数を対象とした公共性

の高い施設選択として，提供されるサービスが同じ医療

機関選択の実験（図6）を行った．この実験は，被験者84
名で行い，条件の異なる4つのセッションで実験を行った．

各セッション20回で，3つの病院から１つ選択を行う．被

設問パネルコントローラ 

回答ログモニタ 

ダミー被験者のGUI 



 

験者に提供する情報は，3つの医療機関それぞれの定員と

混み具合である．同じ定員の場合と異なる場合をセッシ

ョンによって変化させた．また，前回自分が選んだ病院

の混み具合の情報と，すべての病院の混み具合情報が得

られる条件についてもセッションによって変化させた．

被験者は設定されている定員の情報をもとに，空いてい

る病院を選ぶほど報酬が得られることを条件とした．こ

の実験の結果，選択に対し制限したい際に，混み具合の

情報提供の有無は，結果に影響しないことがわかった． 

 

 
図 6 施設選択実験の風景 2 

 
３．３ 被験者の特徴分析 

2つの実験データを元に，社会心理の専門家が分析を

行った．それぞれの実験において， 回答時間を“考えよ

うとする動機の有無”として分析した結果，選択傾向の

異なる合理的タイプと非合理のタイプを識別5)すること

ができた． 

 
４．考察 

２つの実験事例から，セッションと設問回数に対して

各被験者の選択した結果と，それがいつ行われたかとい

う時間情報を得ることができた．これらのデータから分

野の異なる専門家から，以下のような分析結果や結論が

得られた．利得最大化を目指す計量経済学の観点から，

機会費用と選好の分析が可能となった．政治学の観点か

ら，混み具合の情報は，選択した結果に大きく影響され

ないことがわかった．また，社会心理学の観点から，被

験者の思考タイプの識別が可能になった．この結果は，

選択行動のシミュレーションを行う場合，意思決定の際

のモデルに必要なデータとなることが期待できる． 
これらのことから，システムの適用範囲がある程度広

く，多くの仮想実験で利用することができるのではない

かと期待している．また，被験者の記録データをはじめ

からシステム上で記録するため，分析用に処理する際と，

事務手続きのための処理の際に，効率のよい作業が期待

できる． 
仮想的な実験環境内で観察された現象の再現性を検証

するためには，被験者を異ならせた実験を行う必要があ

る．また，設定条件の変更による被験者の行動選択の変

化を検証する場合もさらなる実験が必要となる．その際，

提案システムを用いることにより，一度作成した実験シ

ナリオはシステム側で保存できることから，被験者の変

更や，シナリオの変更と情報のコントロールの対応のみ

で実験することができる．このため，今後の実験が行い

やすくなったと考える． 

 
５．まとめ 

本研究は，実験者のシナリオで被験者の選択行動を記

録することが可能な仮想実験環境を創り出すPSEシステ

ムを開発した．2つの施設選択実験を行ったところ，行動

経済学的な知見と政治学的な知見を得ると共に，心理学

的な被験者個々の行動の違いを検出することが可能とな

った． 
システムの今後として，今回述べた事例の実験内容と

異なる問題に対しての実験が可能であるかどうか議論す

るために，適用事例を拡張し，システムに必要な機能の

追加などを検討したい．また本研究では，開発と実験実

施の都合上，実験者が設計したシナリオをシステム開発

者によりシナリオ用モジュールとして書き換えシステム

へ組み込んだ．このため現在の本システムには， PSE6)

でのユーザ，つまり実験者がシナリオを入力するインタ

ーフェース部分が存在しない．この部分の開発について

も検討していきたい． 
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